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ウオッチング物価 
世界の暮らしが見える

ウィーン ブカレスト
ウィーンの人々は、自転車を電車やバスに乗せて一緒に旅に出る。
ブカレストの公園ではオレンジ色が目を引く自動販売機が隠れた人気。
短かくも快適な秋を楽しむ中欧２カ国の人々の暮らしは……。

欧州編

■オーストリアの基礎経済指標
＊1人当たりGDP
4万6,151米ドル（2014年）〔出所 OECD〕
＊人口
854万人（2014年）〔出所 オーストリア統計局〕
＊消費者物価（CPI）上昇率
1.7％（2014年）〔出所 同上〕
＊外資系（日系）企業事務系スタッフ
月額給与水準（賞与・諸手当込み）
2,500～3,800米ドル
〔出所 日系企業へのヒアリングによる〕

■ルーマニアの基礎経済指標
＊1人当たりGDP
1万160米ドル（2014年）〔出所 IMF〕

＊人口
2,230万人（2014年）〔出所 INS〕

＊消費者物価（CPI）上昇率
1.1％（2014年）〔出所 同上〕

＊外資系（日系）企業中間管理職（課長クラス）
月額給与水準（基本給、社会保障〈雇用者負担〉含む）
2,310～2,946米ドル
〔出所 ジェトロ　投資関連コスト比較調査〕

Bucharest

Wien

市立公園のヨハン・シュトラウス像

シュテファン大聖堂

大学広場で
の無料コンサ

ート

プラーター公園の大観覧車

市内に公園
は多い

大学広場交差点
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ウィーン Wien

物価データ� 2015年8月3日　調査日の現地通貨の対円レート：1ユーロ＝136.05円

品　目　名 数　量
販売価格

備　考（※税込） 調査場所
現地通貨建て 円換算

主食（パン） 1kg 3.1 421 ローフパン スーパー「ビラ」

卵 1パック（10個） 2.99 406 同上

牛肉 100g 3 408 ステーキ用 同上

しょうゆ 1ℓ 4.98 677 『イチビキ本醸造』 市内日本食品店

ハンバーガー 1個 3.39 461 『ビッグマック』※ マクドナルド

ミネラルウオーター 1ℓ 0.69 93 『フェスラウアー』 スーパー「ビラ」

ビール 350ml 0.69 93 『オタクリンガー』 同上

トイレットペーパー （10）個 4.8 653 『ハークレ』 同上

ジーンズ 1本 50 6,802 メンズ H&M

電気料金 200kWh 42 5,714 月額基本料含む※ 電力会社「ウィーンエナジー」

ガソリン レギュラー1ℓ 1.244 169 ガソリンスタンド「シェル」

タクシー 昼間5km 10.6 1,442 ※ タクシー会社「40100」

携帯電話
基本料金／月 20 2,721 ハローピュア（国内通話1,000分

含む） 携帯電話会社「ドライ」
通話料金／分 0.2 27

アパート賃貸料 家具付き1カ月
（居住面積：75㎡） 1770 240,808 外国人用（ウィーン8区）、2K 不動産会社「アレクサンドラ・ガ

ブリエル」

自動車（新車） 1台 14795 2,012,859 フォルクスワーゲン『Golf』 自動車専門サイト「アウトモービル」

映画鑑賞 ロードショー1本 9.3 1,265 『ターミネーター』 映画館 ｢ハイドン｣

ゴルフ・ラウンドフィー 1ラウンド 90 12,244 週末料金（平日は64ユーロ） ゴルフ場「エブライヒスドルフ」

ベビーシッター 1時間 9.5 1,292 相場は8～11ユーロ 市内ベビーシッター相談所

自転車は電車に乗せて
自然の中で思い切り自転車を楽しむ――春から秋は、

ツーリングを楽しむ絶好の季節だ。自転車で遠出を楽
しむ人々のニーズに鉄道会社も応える。長距離特急列
車の「レイルジェット」には、2015 年から 1 列車に
つき数台ではあるが自転車スペースが設けられた。積
み込み料金は通常運賃の 10% 程度で最低 2ユーロか
ら。国際線路線では 12 ユーロほどだ。近郊列車であ
れば予約の必要はなく、空きスペースさえあれば積み
込み可能だ。
人気のある路線――例えばウィーンからリンツを経

てドイツのパッサウ方面、ウィーンからドナウのバッ

ハウ方面、隣州のノイジードラー湖方面へ行く列車に
も自転車は積み込み可能だが、専用車両が連結される
こともある。また、国境をまたいで自転車で旅をする
場合は、自転車の持ち込み料が無料の往復乗車券もあ
る。天気の良い日にふらりと出掛けたい人にお薦めな
のがウェストバーン鉄道だ。この私鉄にも自転車専用
スペースが設けられており、空いていれば予約は不要
だ。バスもまた、自転車持ち込み可能な路線がある。
要予約ではあるが、夏のハイシーズンには、自転車専
用バスが各地で運行され、利用者は帰りの体力を気に
せず、心行くまでペダルを漕

こ

いで移動できるというわ
けだ。日本では、自転車を列車内に持ち込む際、車輪
を外し解体して輪行袋に入れなければならない。それ

に比べると、自転車をそのまま電車に積
み込めるオーストリアのシステムは本
当に便利だ。だが「もっとスペースが欲
しい、長距離列車にも予約なしで自転車
を持ち込みたい」と、当地の自転車愛好
家のつぶやきが聞こえてきそうではあ
る。
（田中　由美子／ジェトロ　ウィーン事務所）専用車両内部ドイツ・パッサウ行き列車の自転車専用車両



　2015年11月号　39

ブカレスト Bucharest

物価データ� 2015年7月27日　調査日の現地通貨の対円レート：1レイ＝30.9301円

品　目　名 数　量
販売価格 備　考

（※ユーロ建て価格を現地通貨に換算） 調査場所
現地通貨建て 円換算

主食（パン） 1kg 3.19 98 ホワイトブレッド カルフール　オンライン

卵 1パック（10個） 6.6 204 同上

牛肉 100g 2.4 74 同上

しょうゆ 150ml 8.4 259 ハインツ 同上

ハンバーガー 1個 8.7 269 『ビッグマック』 マクドナルド

ミネラルウオーター 2ℓ 2.7 83 カルパティカ カルフール　オンライン

ビール 330ml 3.6 111 『ハイネケン』 同上

トイレットペーパー （10）個 17 525 ツェヴァ 同上

ジーンズ 1本 200 6,186 メンズ モータージーンズ

電気料金 200kWh 87.8 2,715 税込み、月額基本料含む 電力会社「エネル」

ガソリン レギュラー1ℓ 5.8 179 OMVペトロム

タクシー 昼間5km 8.34 257 1.39レイ/km＋初乗り分（1.39レイ）「タクシー2000」

携帯電話
基本料金／月 43.97 1,359 ※

テレコム・ルーマニア
通話料金／分 1.04 32

アパート賃貸料 家具付き1カ月
（居住面積：140㎡） 6,849 211,840 ※ イモビリアレ・ヘラストラウ

自動車（新車） 1台 98,581 3,049,120 トヨタ　『アベンシス』※ トヨタ自動車

映画鑑賞 ロードショー1本 32.8 1,014 『ミニオンズ（3D）』 ムービープレックスシネマプラザ

ゴルフ・ラウンドフィー 9ホール 100 3,093 ラク・デ・ヴェルデ・ゴルフクラブ

ベビーシッター 1時間 20 618 オンラインサービス「カウタボナ」

オレンジジュース販売機� �
～その場で搾ります～
「無料遊園地」とわが家族が呼ぶ広大な公園。滑り
台やジェットコースターなど派手な色をした遊具（一
部有料）もたくさん。そんな中で負けじと存在感を示
すのが、だいだい色の自動販売機だ。透明な前面から
は中がよく見える。お金を入れる。機械が動き出す。
上部の網に入ったオレンジが 1個ずつポトンと落下、
「人」の字のようになった通路の岐路で一度停止、進
行方向に尖った部分があり、それによって切り目を入
れられつつ左右後方から迫り来るだいだい色の部品に
押し出されてパカッと半分に。その後の工程は外から
は見えないものの、ギュギューっと搾られ、ジュース
となってコップに注ぎ込まれた。約 10 秒のプチ工場
見学――大人が見ても飽きない。贅

ぜい

沢
たく

にもオレンジ 7
個を使っているとはいえ、1杯 210 ミリリットルで 7
レイ（約 210 円）というのは、当地の感覚からすれば
決して安くはない。だが、「アトラクション」と思え
ばそれだけの価値はあるのかもしれない。もちろん、
ジュースは新鮮でおいしかった。

調べてみると、この自動販売機は外資系企業のオフ
ィスビルや病院などに多く設置されているという。1
杯の価格を安く設定するなどして社員向けの福利厚生
として導入しているようだ。
ルーマニアの消費者は「ナチュラル」志向。近年では
飲食物の生産工程や原料にも関心を示す人も増えてき
た。自動販売機であっても生産工程が見え、何も加え
ず無農薬のオレンジを搾っただけのナチュラルなジュ
ースとなれば、人々の購買心をあおらずにはおかない。
もうすぐ長い冬が来る。積雪で一気に人影が少なく
なる公園。それでも販売機は置いてあるのだろうか。

（古川　祐／ジェトロ　ブカレスト事務所長）

ティネレトゥルイ公園

ひときわ目立つ自動販売機


